
第３版 2021/12/18 加賀ブロック調整終了後
月 日 曜日 加賀 弁慶 寺井 根上 白山郷 野々市 県立 市民 安原 内灘/津幡 高松 宝達 中能登 富来 七尾城山 門前 輪島 内浦 珠洲

２ 土 高校「強化試合」 県野球「東日本」 県野球「東日本」 金沢市野球協会 県野球「東日本」

３ 日 高校「強化試合」 県野球「東日本」 県野球「東日本」 金沢市野球協会 金沢市野球協会

９ 土 大学連盟 県野球「東日本」 大学連盟 プロスポーツデ― 金沢市野球協会

１０ 日 大学連盟 県野球「東日本」 大学連盟 プロスポーツデ― 金沢市野球協会

１６ 土 高校「春大会」 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢市野球協会

１７ 日 高校「春大会」 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢市野球協会

２３ 土 県野球「高松１」 高校「春大会」 県野球「高松１」 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢市野球協会 県野球「シニア」

２４ 日 県野球「高松１」 高校「春大会」 県野球「高松１」 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢市野球協会

２９ 金 高校「春大会」 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢シニア 県野球「シニア」

３０ 土 県野球「高松１」 小松市中体連 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢シニア

１ 日 県野球「高松１」 小松市中体連 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢シニア

３ 火 小松市中体連 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢シニア

４ 水 高校「春大会」 高校「春大会」 金沢シニア

５ 木 高校「春大会」 金沢シニア

７ 土 小松市野球協会 ミリオン 県野球「77国体」 県野球「77国体」

８ 日 小松市野球協会 ミリオン 県野球「77国体」 県野球「77国体」

１４ 土 大学連盟 県野球「77国体」 金沢市中体連 金沢市中体連

１５ 日 大学連盟 県野球「77国体」 金沢市中体連 金沢市中体連

２１ 土 小松市野球協会 大学連盟 プロスポーツデ― 金沢市中体連

２２ 日 小松市野球協会 北陸中日新聞 プロスポーツデ― 金沢市野球協会

２８ 土 小松市野球協会 大学連盟 県野球「中学加賀大会」 県野球「中学加賀大会」

２９ 日 小松市野球協会 大学連盟 県野球「中学加賀大会」 県野球「中学加賀大会」

４ 土 小松市野球協会 県野球「高松２」 県野球「高松２」 大学連盟 ミリオン 県野球「中学県大会」 県野球「中学県大会」 県野球「マスターズ」 県野球「マスターズ」

５ 日 小松市野球協会 県野球「高松２」 県野球「高松２」 大学連盟 ミリオン 寿野球 県野球「中学県大会」 県野球「マスターズ」 県野球「マスターズ」

１１ 土 小松市野球協会 県野球「高松２」 県野球「高松２」 大学連盟 金沢市民体育大会 県野球「中学県大会」 県野球「マクドナルド」 全中能登地区予選 県野球「マスターズ」

１２ 日 小松市野球協会 県野球「高松２」 県野球「高松２」 高校「講習会」 金沢市民体育大会 金沢市野球協会 県野球「マクドナルド」 県野球「マスターズ」

１８ 土 全中加賀地区予選 小松市中体連 全中加賀地区予選 全中加賀地区予選 大学連盟 金沢市民体育大会 金沢市中体連 県野球「マクドナルド」 全中加賀地区予選 全中能登地区予選

１９ 日 全中加賀地区予選 小松市中体連 全中加賀地区予選 全中加賀地区予選 大学連盟 金沢市民体育大会 金沢市中体連 県野球「マクドナルド」 全中加賀地区予選 全中能登地区予選

２５ 土 小松市野球協会 大学連盟 金沢市民体育大会 金沢ヤング

２６ 日 小松市野球協会 大学連盟 金沢市民体育大会 金沢市野球協会

２ 土 県野球「北國旗」 小松市民体育大会 県野球「北國旗」 県野球「北國旗」 県野球「全日本少年北信越」 金沢シニア 金沢市野球協会 県野球「北國旗」 県野球「北國旗」

３ 日 県野球「北國旗」 小松市民体育大会 県野球「北國旗」 県野球「北國旗」 県野球「全日本少年北信越」 金沢シニア 金沢市野球協会 県野球「北國旗」 県野球「北國旗」

９ 土 高校「夏大会」 高校「夏大会」 高校「夏大会」 金沢市野球協会 県野球「マスターズ北信越」

１０ 日 小松市民体育大会 高校「夏大会」 高校「夏大会」 金沢市野球協会 県野球「マスターズ北信越」

１６ 土 高校「夏大会」 全中石川県予選 全中石川県予選 高校「夏大会」 高校「夏大会」 金沢市野球協会

１７ 日 県野球「北國旗」 高校「夏大会」 全中石川県予選 全中石川県予選 高校「夏大会」 高校「夏大会」 県野球「北國旗」 県野球「北國旗」 県野球「北國旗」

１８ 月 高校「夏大会」 全中石川県予選 全中石川県予選 高校「夏大会」 高校「夏大会」

２３ 土 小松市学童 高校「夏大会」 プロスポーツデ― 県野球「北國旗」

２４ 日 小松市学童 高校「夏大会」 プロスポーツデ― 金沢市野球協会

３０ 土 小松市学童 ミリオン 県野球「北國旗」 県野球「北國旗」

３１ 日 小松市学童 ミリオン 県野球「北國旗」 金沢市野球協会

６ 土 県野球「74県体」 県野球「74県体」 県野球「74県体」 県野球「国体強化」 大学連盟 金沢シニア

７ 日 県野球「74県体」 県野球「74県体」 県野球「74県体」 県野球「国体強化」 大学連盟 寿野球

１３ 土 県野球「山中大会」 高校「商業高校大会」 高校「商業高校大会」 高校「商業高校大会」 金沢シニア

１４ 日 県野球「山中大会」 金沢シニア 金沢シニア

２０ 土 高校「野球塾」 高校「野球塾」 ミリオン 金沢市野球協会

２１ 日 高校「野球塾」 高校「野球塾」 金沢市野球協会 還暦野球連盟

２７ 土 高校「沖縄交流戦」 大学連盟 大学連盟 金沢市野球協会

２８ 日 高校「沖縄交流戦」 大学連盟 大学連盟 金沢市日曜野球

３ 土 小松市野球協会 大学連盟 大学連盟 金沢市野球協会

４ 日 小松市野球協会 大学連盟 大学連盟 石川県日曜野球

１０ 土 高校「秋大会」 高校「秋大会」 金沢市中体連 金沢市中体連 県野球「中部日本」 県野球「中部日本」

１１ 日 高校「秋大会」 高校「秋大会」 金沢市中体連 金沢市中体連 県野球「中部日本」 県野球「中部日本」

１７ 土 高校「秋大会」 大学連盟 女子野球交歓大会 女子野球交歓大会 女子野球交歓大会 高校「秋大会」 金沢市中体連 金沢市中体連 県野球「中部日本」 県野球「中部日本」

１８ 日 高校「秋大会」 大学連盟 女子野球交歓大会 女子野球交歓大会 女子野球交歓大会 高校「秋大会」 高校「秋大会」 金沢市中体連 石川県早朝選手権 石川県早朝選手権 県野球「中部日本」

１９ 月 高校「秋大会」 大学連盟 女子野球交歓大会 女子野球交歓大会 女子野球交歓大会 高校「秋大会」 高校「秋大会」 金沢市中体連 石川県早朝選手権 石川県早朝選手権

２３ 金 小松市中体連 高校「秋大会」 高校「秋大会」 金沢市野球協会

２４ 土 小松市中体連 高校「秋大会」 プロスポーツデ― 金沢市野球協会

２５ 日 小松市中体連 高校「秋大会」 プロスポーツデ― 金沢市日曜野球

１ 土 小松市野球協会 北信越準硬式 北信越準硬式 金沢市野球協会 県野球「東日本１」 県野球「東日本１」 県野球「珠洲大会」

２ 日 小松市野球協会 石川県健民運動 北信越準硬式 金沢市野球協会 県野球「東日本１」 県野球「東日本１」 県野球「珠洲大会」

８ 土 小松市中体連 大学連盟 金沢ヤング 金沢市野球協会 県野球「東日本１」 県野球「東日本１」

９ 日 小松市中体連 大学連盟 金沢市日曜野球 金沢市野球協会 県野球「東日本１」

１０ 月 小松市中体連 大学連盟 金沢ヤング 金沢市早朝野球 県野球「東日本１」

１５ 土 大学連盟 大学連盟 ミリオン

１６ 日 大学連盟 大学連盟 石川県日曜野球 石川県日曜野球

２２ 土 県野球「東日本２」 小松市野球協会 県野球「東日本２」 県野球「東日本２」 社会人連盟/北信越 高校「野球塾」 県野球「会長旗中学大会」

２３ 日 小松市野球協会 県野球「東日本２」 県野球「東日本２」 県野球「東日本２」 社会人連盟/北信越 石川県日曜野球 石川県日曜野球

２９ 土 県野球「東日本２」 小松市野球協会 県野球「東日本２」 県野球「東日本２」 県野球「東日本２」 高校「１年生大会」 高校「１年生大会」 県野球「会長旗中学大会」

３０ 日 小松市野球協会 県野球「東日本２」 県野球「東日本２」 県野球「東日本２」 金沢マラソン 金沢マラソン 金沢マラソン

３ 木 高校「１年生大会」 高校「１年生大会」 高校「１年生大会」 金沢市野球協会

５ 土 県野球「東日本２」 小松市野球協会 県野球「東日本２」 大学連盟 高校「１年生大会」 金沢市早朝野球

６ 日 小松市野球協会 大学連盟 高校「１年生大会」 石川県日曜野球

１２ 土 小松市野球協会 大学連盟 高校「野球塾」

１３ 日 高校「野球塾」 石川県日曜野球 石川県日曜野球 石川県日曜野球

１９ 土 高校「顧問大会」 大学連盟 高校「講習会」 金沢ヤング

２０ 日 大学連盟 大学連盟 高校「講習会」 金沢市早朝野球

２３ 水 大学連盟 高校「講習会」 金沢ヤング

２６ 土 小松市野球協会 球場整備 金沢シニア

２７ 日 小松市野球協会 球場整備 石川県日曜野球 金沢シニア

９月

１０月

１１月

２０２２年球場別使用予定表（４月～１１月の土・日・祝日）

４月

５月

６月

７月

８月

会期が重複している

宝達志水球場に変更を検討

物見山野球場小松支部主管

物見山野球場 ダラーズ主管


